2009 年 新建築総目次
書院／ Third-house …………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects

■作品
住居施設（専用施設・併用住宅・集合住宅・その他）

11-073

北京バンプス………………………………………………… SAKO 建築設計工社 12-131

SUMIKA Project by Tokyo Gas

コールハウス …………… 藤森照信＋速水清孝 01-126

スモールハウス H ……………………………………… 乾久美子建築設計事務所

SUMIKA Project by Tokyo Gas

宇都宮のハウス …… 西沢大良建築設計事務所 01-134

House H ……………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所 12-148

SUMIKA Project by Tokyo Gas

House before House 藤本壮介建築設計事務所 01-142

O 邸……………………………………………………… 中山英之建築設計事務所 12-156

フランス大使公邸

改修……………………………… みかんぐみ・竹中工務店 02-062

KEYAKI GARDEN …………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 02-084

すごろくハウス………………………………………… 大建 met なわけんジム

12-138

12-172

上大須賀の家………………………………… 谷尻誠／ suppose design ofﬁce 12-179

studio 281 ………………………… 八木正嗣＋八木このみ／八木建築研究所 02-095
KAGA RESIDENCE ………………………………………… KAJIMA DESIGN 02-096
集合住宅・田園調布 TT ………………… 横河健＋国枝東史生／横河設計工房 02-106

SLIDE 西荻 ……………………………………………………………………………… 駒田剛
司＋駒田由香／駒田建築設計事務所

清水知和

松岡聡田村裕希

中央アーキ 02-114

学校施設（保育園・幼稚園・小中高大学・その他）

広島なぎさ中学校・高等学校 ………………………… 村上徹建築設計事務所
中央工学校

01-156

RISE・17 号館 ……………………………… 白井克典設計事務所 02-054

綾瀬の集合住宅…………………… 駒田剛司＋駒田由香／駒田建築設計事務所 02-122

相模女子大学マーガレット本館・体育館……………………………… 日本設計 02-066

Twin-Bricks ……………………………………… 山下保博／アトリエ・天工人 02-128

長岡市立東中学校…………………………………………………………………… 渡部和生・

房総の馬場家と連棟………………………………………………………… Open A 02-136

木村博幸／惟建築計画・長建設計事務所共同企業体（設計） 長澤悟（計画指導） 03-058

西国分寺の集合住宅

神戸市立玉津第一小学校…………………………………………………………………………

マージュ西国分寺……… 谷内田章夫／ワークショップ 02-144

キャトル柿の木坂…………………………………………………………………………………

………………… 神戸市都市計画総局

重村力＋ Team ZOO いるか設計集団

03-070

…………………… moriko kira architect（設計） アトリエ・イマム（設計協力） 02-152

いわき幼稚園………………………………………… 北山孝二郎＋ K 計画事務所

03-078

KEELS

四谷の塔状住居群…… アーキテクトカフェ・田井幹夫建築設計事務所

02-159

西町インターナショナルスクール

八城メディアセンター…………………………………

神宮前メグビル…………………………………………………古谷誠章＋ NASCA 02-166

………………………………… 戸室令子／戸室アトリエ＋中村研一建築研究所

03-084

浜田山の集合住宅改修…………………………………… 菊地宏建築設計事務所 02-172

佐野清澄高等学校 佐山記念体育館………………………… 飯田善彦建築工房

03-092

yzcorp+bld ………………………………………………… 若林広幸建築研究所 03-158

早稲田大学大久保キャンパス 63 号館 …………………………………………………… 早稲

NOWHERE BUT HAYAMA ………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 04-094

田大学キャンパス企画部（総合監理） 古谷誠章（基本計画・監修） 久米設計（設計） 03-100

髙木邸……………………………………………………………… 青木茂建築工房 04-102

長野県稲荷山養護学校………………………………… 北川原温建築都市研究所

04-065

国際教養大学学生宿舎……………………………………………… 設計チーム木 05-092

熊本県芦北町立佐敷小学校…………… 楠山設計＋石井ひろみ／アーキテラス

04-087

奥沢の家……………………………………………… 長坂常／スキーマ建築計画 05-119

川上村立川上中学校……………………………………………… エーシーエ設計

04-108

スチールシートハウス 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所 オーノ JAPAN 06-072

京都精華大学本館…鈴木隆之デザインネットワーク＋京都精華大学鈴木研究室

04-160

天地のいえ………………………………………… 髙﨑正治都市建築設計事務所 07-048

国際教養大学図書館棟・講義棟 仙田満＋環境デザイン・コスモス共同企業体

05-081

sette …………………………………………………… 佐藤光彦建築設計事務所 07-062

東北大学百周年記念会館 川内萩ホール………………………………………………………

おか田ビル……………………………………………… 佐藤光彦建築設計事務所 07-070

… 阿部仁史＋小野田泰明（設計指導） 三菱地所設計＋阿部仁史アトリエ（設計） 05-111

プロジェクト：ヌーヴェル赤羽台 3 ～ 7 号棟（B1・B2・C 街区）…………………………………

早稲田大学 11 号館 ………………………………………………………………………………

NASCA ＋空間研究所＋日東設計共同体 （3・4 号棟［B1 街区］） 市浦＋ CAt 設計共同体（5

……………………… 早稲田大学キャンパス企画部（総合監理） 山下設計（設計） 05-144

号棟［B2 街区］
） 山本・堀アーキテクツ ＋みのべ設計共同体 （6・7 号棟［C 街区］
）

08-067

七沢希望の丘初等学校…………………………………… 中村勉総合計画事務所

06-038

高島平団地 2-26-4 号棟耐震改修 ………………………………………………………………

東工大蔵前会館 TOKYO TECH FRONT ……… 坂本一成研究室＋日建設計

06-048

……………… 木下庸子＋設計組織 ADH 江尻建築構造設計事務所 for Lights 08-070

神田外語大学 7 号館 ………………………………………………… 松田平田設計

06-096

neri bldg.2 ……………………………………………… 若松均建築設計事務所 08-078

横浜国立大学自然科学系総合研究棟Ⅱ（建築学棟）改修 ………………………………………

KES………………………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 08-087

………………………………… 横浜国立大学建築学教室＋横浜国立大学施設部

STEPS ………………………………… 山代悟＋ビルディングランドスケープ 08-096

幕張インターナショナルスクール………………………………………………………………

四の坂タウンハウス………………………………… 長谷川逸子・建築計画工房 08-104

……………………… 宇野享＋赤松佳珠子＋小嶋一浩＋伊藤恭行／ CAn ＋ CAt 07-084

STITCH …………………………………………………… 千葉学建築計画事務所 08-112

高崎市立桜山小学校……………………………………………古谷誠章＋ NASCA 07-100

ハスハウス…………………… 安宅研太郎／アタカケンタロウ建築計画事務所 08-124

伊那東小学校…………………………………………… みかんぐみ＋小野田泰明

太宰府の長屋………………………… 末廣香織＋末廣宣子／ NKS アーキテクツ 08-131

四天王寺学園小学校・四天王寺大学藤井寺駅前キャンパス…………………………………

CASA BELL OHIRA …………………… いすゞエステート＋坂倉建築研究所 08-138

…………………………………………………… 高松伸＋高松伸建築設計事務所

07-122

熊川の集合住宅 2 ………………………………………………… メジロスタジオ 08-145

武蔵野美術大学 4 号館 保存改修 ………………………… 芦原建築設計研究所

07-130

横須賀市営鴨居住宅…………………………………………… 飯田善彦建築工房 08-152

プロジェクト：武蔵野美術大学 美術資料図書館新棟（仮称） …………………………………

PROTO plus…………………………… 納谷学＋納谷新／納谷建築設計事務所 08-160

…………………………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所

07-138

集合住宅 SK ……………………………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP 08-167

聖心女子学院創立 100 周年記念ホール ………………… 安藤忠雄建築研究所

07-140

プロジェクト：祐天寺の集合住宅 ………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP

京都大学稲盛財団記念館 櫻井潔＋廣重拓司／日建設計＋三信建築設計事務所

09-073

08-173

06-142

07-112

紙屋 HOUSE …………………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects 08-176

慶應義塾大学（日吉）第 4 校舎独立館 ………………………… KAJIMA DESIGN 09-098

アパートメント S …………………………………………………………………………………

糸魚小学校………………………………………………………… アトリエブンク

…… 大平貴臣／大平貴臣建築設計事務所 丸吉泰道／丸吉泰道建築設計工房 08-183

八幡浜市立日土小学校保存再生………………………………日本建築学会四国支部日土小

［baoli］ ……………………………………………… 木下道郎／ワークショップ 08-190

学校保存再生特別委員会（調査・基本設計・監修） 和田耕一 武智和臣（実施設計） 11-038

09-162

日本ユダヤ教団………………………………………………… 槇総合計画事務所 10-042

早稲田大学理工カフェ…………………………… 古谷誠章＋ NASCA ×久米設計

11-130

プロジェクトウエスト……………………………… 三分一博志建築設計事務所 10-098

神戸ドイツ学院・ヨーロピアンスクール…………… 岩村和夫＋岩村アトリエ

11-150

ROOF HOUSE …………………………………………… 藤森照信＋中谷弘志 10-110

認定子ども園

11-158

あけぼの学園………………………… 竹原義二／無有建築工房

離山の家………………………………………………………… 城戸崎建築研究室 10-118
方の家…………………………………………………… 武井誠＋鍋島千恵／ TNA 10-126

NOWHERE BUT SAJIMA ………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 10-142
軒の家…………………………………………………… 吉村靖孝建築設計事務所 10-150

2009| 総目次 |



美術館・博物館

Holden Pasquarelli（外装デザイン） 迫慶一郎／ SAKO 建築設計工社（設計） 03-109

中央美術学院美術館……………………………………………… 磯崎新アトリエ

01-082

四条木製ビル／第 15 長谷ビル …………… 河井敏明／河井事務所

根津美術館…………………………………………… 隈研吾建築都市設計事務所

11-048

学研本社ビル……………………………………………………………… 清水建設 03-140

世界遺産熊野本宮館… 香山壽夫建築研究所 阪根宏彦計画設計事務所（設計協力） 11-088

蒲原アルミゲートハウス……………………………………………………………… 日本軽金

プンタ・デラ・ドガーナ再生計画………………………… 安藤忠雄建築研究所

属グループ（日本軽金属・新日軽・日軽金アクト）（統括） 白川在＋冨川浩史（設計） 03-152

12-060

大建設計

03-134

スカパー東京メディアセンター……………………………………… 竹中工務店 04-124

IDIC 岩手暖房インフォメーションセンター …彦根アンドレア／彦根建築設計事務所 05-099

ギャラリー・スタジオ

AGC モノづくり研修センター宿泊棟 ……………………………… 竹中工務店 05-160

宇治のアトリエ…………………… 長坂大／ Mega

宮城俊作（PLACEMEDIA） 04-148

イスノキ……………………………………………………………… 齊藤正轂工房

Breathing Factory …………………………………………… 山口隆建築研究所 05-166

06-064

イスノキ……………………………………………………………… 齊藤正轂工房 06-064

サーペンタイン・ギャラリー・パビリオン 2009 ……………………………………………

スチールシートハウス……………………………………………………………………………

…………………………………………………… 妹島和世＋西沢立衛／ SANAA 09-080

………………………… 手塚貴晴＋手塚由比／手塚建築研究所

永井画廊………………………………………………… 西沢立衛建築設計事務所

09-094

日本経済新聞社 東京本社ビル ………………………………………… 日建設計 06-081

岩見沢複合駅舎（岩見沢駅・岩見沢市有明交流プラザ・岩見沢市有明連絡歩道）……………………

JA ビル ……………… 三菱地所設計・全国農協設計・NTT ファシリティーズ 06-084

……………………………………………………… 西村浩／ワークヴィジョンズ

09-122

経団連会館……………………………………………… 日建設計・三菱地所設計 06-087

日産自動車グローバル本社…………………………………………… 竹中工務店

10-084

森× hako …………………………………… 前田圭介／ UID 一級建築士事務所 06-151

ミレニウム・パビリオン………………………… 山下保博／アトリエ・天工人

11-100

OYM …………………………………………… 新関謙一郎／ NIIZEKI STUDIO 06-158

山古志闘牛場リニューアル… 山下秀之／長岡造形大学山下研究室＋大原技術

12-120

インド大使館・インド文化センター………… 宮崎浩／プランツアソシエイツ

07-152

近江町いちば館… アール・アイ・エー

07-162

武蔵ヶ辻第四地区第一種市街地再開発事業

オーノ JAPAN 06-072

木材会館………………………………… 山梨知彦／日建設計＋勝矢武之／ NSD 09-059

舞台・劇場・映画館
いわき芸術文化交流館

JST 東京技術センター B ………… 岡部憲明アーキテクチャーネットワーク 09-106
アリオス……………………………………………………………

岩見沢複合駅舎（岩見沢駅・岩見沢市有明交流プラザ・岩見沢市有明連絡歩道）……………………

………環境デザイン研究所（基本計画・発注者側プロジェクト監修） 清水建設・佐藤尚巳建

……………………………………………………… 西村浩／ワークヴィジョンズ 09-122

築研究所・永田音響設計・シアターワークショップ設計共同企業体 （設計） 03-176

ロレックス中津ビル…………………………………………… 槇総合計画事務所 10-052

アトモスフィア 東京室内歌劇場公演 オペラ「ル・グラン・マカーブル」舞台美術 …

日産自動車グローバル本社…………………………………………… 竹中工務店 10-084

………………………………………… 中村竜治建築設計事務所（設計・美術監修） 04-170

書院／ Third-house …………………… 岸和郎＋ K.ASSOCIATES/Architects 11-073

座・高円寺……………………………………………… 伊東豊雄建築設計事務所

05-050

DST ……………………………………… aat ＋ヨコミゾマコト建築設計事務所 11-144

RIBBONs ／台中野外劇場 ……………………………………………………… 渡辺誠／アー

新フランス大使館…………………………………………………………………………………

キテクツ オフィス（設計） J.C.Yang Architect and Associates（共同設計） 05-064

……………… ADP Inge´nierie（ADPI）（基本計画） 竹中工務店／ ADPI（設計） 12-098

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアスホール…… 新居千秋都市建築設計

金華キューブチューブ……………………………………… SAKO 建築設計工社 12-127

東北大学百周年記念会館

05-071

川内萩ホール………………………………………………………

上馬スモールオフィス…………………………………………… 奥山信一研究室

12-164

… 阿部仁史＋小野田泰明（設計指導） 三菱地所設計＋阿部仁史アトリエ（設計） 05-111
山古志闘牛場リニューアル… 山下秀之／長岡造形大学山下研究室＋大原技術

12-120

商業施設

上海環球金融中心…………………………… 森ビル（設計・監修） Kohn Pedersen Fox

スポーツ施設

and Associates PC（デザインアーキテクト） 入江三宅設計事務所（建築設計） 01-060

豊田市井上公園水泳場………… 豊田市都市整備部営繕課 INA 新建築研究所

03-170

プロジェクト：東京スカイツリー ………………………………………… 日建設計

01-074

2009 高雄ワールドゲームズメインスタジアム ………………………………………………

KEYAKI GARDEN …………………………………… 堀部安嗣建築設計事務所 02-084

……………………… 伊東・竹中・RLA2009 年高雄世界運動会会場設計チーム

西国分寺の集合住宅 マージュ西国分寺……… 谷内田章夫／ワークショップ

05-038

02-144

広島市民球場 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 ……………………………………

キャトル柿の木坂…………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 仙田満＋環境デザイン研究所

08-037

…………………… moriko kira architect（設計） アトリエ・イマム（設計協力） 02-152

うきは市立総合体育館「うきはアリーナ」 ……… 黒川哲郎＋デザインリーグ

12-106

三里屯 VILLAGE ………………………………隈研吾建築都市設計事務所（マスタープラン・
設計） 北京松原弘典建築設計公司（設計）

LOT-EK（外装デザイン） SHoP ／ Sharples

Holden Pasquarelli（外装デザイン） 迫慶一郎／ SAKO 建築設計工社（設計） 03-109

図書館

四条木製ビル／第 15 長谷ビル …………… 河井敏明／河井事務所

大建設計

03-134

日進市立図書館……………………………………………… 岡田新一設計事務所

03-162

yzcorp+bld ………………………………………………… 若林広幸建築研究所 03-158

大船渡市民文化会館・市立図書館／リアスホール…… 新居千秋都市建築設計

05-071

レストラン長屋門……… 東京大学大学院千葉研究室＋千葉学建築計画事務所

04-142

北区中央図書館……………………………………………………… 佐藤総合計画

05-138
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大多喜の重層する時間と空間 …………

………… 加藤誠／アトリエブンク＋鈴木大隆／北海道立北方建築総合研究所 09-170

……………………………………………………………… 千葉学建築計画事務所

06-032

プロジェクト：沖縄アミークスインターナショナル（仮称） …………………………………………
…………………………………………… 宇野享＋赤松佳珠子＋小嶋一浩／ CAn ＋ CAt
プロジェクト：武蔵野美術大学

07-098

美術資料図書館新棟（仮称） ………………………………………

…………………………………………………………… 藤本壮介建築設計事務所

07-138

プロジェクト：ヌーヴェル赤羽台 3 ～ 7 号棟（B1・B2・C 街区）…………………………………

インタビュー：地域性とオープンプランに順応する ………… 糸魚小学校校長 他

09-171

解説：モクバンに見る新しい木造建築物の可能性 …………………… 有馬孝

09-187

解説：丸の内の変貌

希望と危惧と …………………………………… 鈴木博之 10-082

解説：品格ある街づくり ………………………………………………… 小林重敬

10-083

解説：レゾナンス──響きあう関係 …………………………………… 服部紀和

10-095

NASCA ＋空間研究所＋日東設計共同体（3・4 号棟［B1 街区］）市浦＋ CAt 設計共同体（5
号棟［B2 街区］
）山本・堀アーキテクツ＋みのべ設計共同体（6・7 号棟［C 街区］
） 08-067

解説：小さな建築の環境

解説：建築と自然の調停──屋根と土 ………………………………… 藤森照信

10-116

プロジェクト：左近山団地再生計画 ………………………………………………………………

インタビュー：建築とお菓子に共通するものづくりの姿勢 …………… 山本徳次

10-117

解説：建築より大きなもの，小さなもの ………………………………… 隈研吾

11-064

……………横浜国立大学大学院／建築都市スクール Y-GSA 飯田善彦スタジオ 08-159
プロジェクト：祐天寺の集合住宅 ………… 北山恒＋ architecture WORKSHOP 08-173
プロジェクト：旭川駅 ……………………………………… 篠原修

廣（意匠総括） 内藤廣建築設計事務所

北海道旅客鉄道

プロジェクト：東京駅丸の内駅舎保存・復原 ……

電気システム開発工事事務所

加藤源（総括監修） 内藤

日本交通技術（設計） 09-146

東日本旅客鉄道 東京工事事務所・東京

東京駅丸の内駅舎保存・復原設計共同企業体 10-080

環境スケールという概念 ………………… 和田隆文 10-097

解説：
「書院」としか呼びようのない空間について ……………………… 岸和郎

11-079

解説：スギの林のような，木漏れ日のような ………………………… 香山壽夫

11-099

解説：改めて家型の意味を見直す ……………………………………… 五十嵐淳

11-183

解説：フランソワ・ピノー氏との三つの仕事のこと ………………… 安藤忠雄

12-076

解説：
「林業と建築の持続可能なエコロジー：木の文明」再生のプロトコル ………………

……………………………………………………………………………… 黒川哲郎 12-115

作品解説・インタビュー・対談・座談会・批評

解説：バーティカル・ガーデンシティ ……………………………… 萩野谷昭二

01-073

インタビュー：都市景観の中の新たなシンボル ………………………… 中村光男

01-079

解説：建築のプリミティブをめぐる 4 つの提案 ……………………… 伊東豊雄

01-123

解説：プリミティブな住処の快適性──住処とガスの原点と未来への道程 ………………………

……………………………………………………………………………… 和田隆文

01-125

解説：住宅の原型を考える ……………………………………………… 藤森照信

01-132

解説：光のなかの生活 …………………………………………………… 西沢大良

01-138

解説：人間が住む場所の総体としての建築 …………………………… 藤本壮介

01-149

解説：シュリンキング・ニッポンのためのランドスケーププロジェクト …………………

……………………………………………………………………………… 大野秀敏

01-168

解説：人びとの思いと記憶を繋ぎ合わせる静かな建築 ……………… 堀部安嗣

02-092

解説：住環境のインフラづくり …………………………………………… 横河健

02-122

解説：ガラスブロックによる「構造＋機能＋環境」の一連の試み

… 山下保博

02-133

解説：
「新しい郊外」での実践的仮説と，偶然の住居群 ……………… 馬場正尊

02-140

座談会：
「暮らし方」による住居選択の可能性 …………………………………………………

…………………………………………………… 景山知明×甲斐徹郎×谷内田章夫

02-146

解説：地域に根付く「ローカルさ」の再構築

………………………… 吉良森子

02-157

解説：拘束と逸脱──全体と部分を貫く KEEL …………………………… 田井幹夫

02-164

解説：復興からの道程 ……………………………………… 渡部和生・木村博幸

03-064

解説：北村修一さんが遺したもの ……………………………………… 飯田善彦

03-098

解説：北京に「地面」と「皮膚」を取り戻す ……………………………… 隈研吾

03-126

対談：
「エネルギーをデザインする」………………………… 大野二郎×五十嵐淳

04-048

インタビュー：里山と学校 ………………………………………………… 北川原温

04-076

解説：芦北のふたつの木造プロジェクト ………………………………… 佐藤淳

04-093

インタビュー：地産地消の中学校 ………………………………………… 藤原忠彦

04-114

解説：空間の地形 …………………………………………………………… 千葉学

04-140

インタビュー：16 年後の IDIC，時の経過（サステナブル）と建築

彦根アンドレア

05-108

インタビュー：建築の枠組みを考える …………………………………… 塚本由晴

05-152

大多喜町役場庁舎建設設計業務プロポーザル結果発表 大多喜の重層する時間と空間
インタビュー：
「冗長性」と「象徴性」 ……………………………………… 千葉学

06-034

レポート：公開審査の本質を問う ……………………………………… 乾久美子

06-036

座談会：連鎖型再開発の第 1 弾プロジェクトについて ………………………………………

 | 2009| 総目次

解説：10 年目の中国 ……………………………………………………… 迫慶一郎

12-135

解説：一本の大きな樹としての住宅 …………………………………… 藤本壮介

12-155

特集

集合住宅特集──空間と場所の享受 …………………………………………………… 02-083
特集：子どものための空間 ……………………………………………………………

03-056

特集：循環・再生する木造建築 ………………………………………………………

04-064

特集：時間へのアプローチ ……………………………………………………………

05-098

特集：変革期を迎える医療福祉建築 …………………………………………………

06-105

特集：ミラノサローネ 2009

パナソニック電工×深澤直人×パトリシア・ウルキオラ×マルティノ・

ベルギンツ／キヤノン×平田晃久×松尾高弘／ LEXUS ×藤本壮介／東芝× takram ×松井亮 他

07-035

特集：今学校で起きていること

07-076

ポスト・オープンプラン ……………………………

集合住宅特集──都市と住空間を繋ぐ手法 …………………………………………… 08-049
特集：地域がつくる建築／建築がつくる地域 ………………………………………

09-121

特集：自然と呼応する建築 ……………………………………………………………

10-096

小特集：小さな木造 ……………………………………………………………………

10-156

特集：小さな建築のスケールとディテール …………………………………………

12-137

■本文記事
巻頭論文・巻頭インタビュー

巻頭論文：デザインに何が可能か──「モノ」と「ヒト」を繋ぐ力…………… 内藤廣

04-058

巻頭インタビュー：変わりゆく社会に応える新しい建築の秩序 ……… 伊東豊雄

05-034

今，建築界全体で考えるべきこと 邑楽町コンペ・建築家集団訴訟和解を通して ………………
………………………………………………山本理顕 インタビュアー：五十嵐太郎 09-052
巻頭インタビュー：人間とは何かを考えながら建築をつくり続ける──建築におけるバナキュ
ラーと普遍性………………………………………………………………………………… 槇文彦

10-036

巻頭論文：日土小学校の保存再生がくれた夢 ………………………… 花田佳明

11-036

論文・記事

特別記事：保存の創造性と使い続けるために必要なこと
津町まちづくり

○○発：今，変革に応えて
旧善通寺偕行社の修復・利用と宇多

…………………………………………………… 多田善昭×中川武 01-051

特別記事：オスカー・ニーマイヤーに聞く

オスカー・ニーマイヤー

建築の単純さ，可能性

…………………………

西沢立衛，妹島和世，長谷川祐子（インタビュアー） 01-150

茨城発：建築の品格を高めることが地方を解決する唯一の方策 …… 益子一彦

07-020

大地発：あこがれの対象となる Landscape をつくる ………………… 田瀬理夫

07-021

熊本発：偏った世界観を捨て「夢のかけら」をばら蒔こう──「どこでもアートポリス」

………………………………………………………………………………… 桂英昭

08-020

子どもの成育環境改善に向けて………………………

沖縄発：大規模リゾート開発のゆくえ …………………… 高橋真奈美＋杉千春

08-021

………………………………………………………………………………… 仙田満 03-106

環境発：エコを超えた新開発 …………………………………………… 山下保博

09-015

特別記事：
〈建築〉／建築（物）／アーキテクチャー ──ツナミの後の建築家 Architecture /

入札問題発：設計入札とプロポーザルの出口の見えない問題

……… 佐渡養順

09-016

ediﬁce / architecture ………………………………………………………… 磯崎新

03-128

市場発：デューデリジェンスに文化を ! …………………………………… 北泰幸

10-021

特集記事：木と地域に関する試み 都心・郊外・地方──慶應義塾大学の研究プロジェクト「活き

市民参加発：
「みんなでつくる」という経験の共有が地域を動かす … 内田文雄

10-022
11-028

特集記事：次世代のための都市建築環境

る木 / 生きる地」…………………………………………………………………………

04-116

設計現場発：建築の社会的責任を全うするのは建築家である

……… 山下昌彦

論文：キャップ社会における建築像 …………………………………… 村上周三

04-118

沖縄発：地域独自のスタイルや基準を考えよう──沖縄型持続可能な街・建築づくりを

論文：キャップ社会を視野に入れた欧米の住宅・建築物政策 ………………………………

求めて……………………………………………………………………… 福村俊治

11-029

……………………………………………………………… 伊香賀俊治＋村上周三 04-120

建築教育発：プロフェッショナルを鍛える基盤について

12-032

論文：建築分野のキャップ社会実現のために ………………………… 南部鶴彦

都市構想発：私たちは明日住むべき都市，郊外，地方の風景を，具体的に描こうとしてい

記事：教室空間の新しい潮流──海外の事例から

04-120

………………………… 柳澤要 07-097

…………… 佐野吉彦

るか ? ……………………………………………………………………… 馬場正尊

12-033

特集記事：日本で質のよい住宅都市は生き残れるのか── 14 年経った幕張ベイタウンの今 ……

………………………………………………………………………………… 蓑原敬 08-050
特別記事：ものをつくること，そのことを通して地域と，時間と付き合うこと
術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2009 ………………………………… 小川次郎

大地の芸

09-116

■一般記事

ESSAY

シドニーから北京へⅠ──建築家のイメージの実現を支えるものは何か … 斎藤公男

01-011

ARCHITECT JAPAN 2009 ARCHITECT 2.0 ── WEB 世代の建築進化論 … 09-188

壁と対話Ⅲ：Cultural Typhoon ──都市の壁を越える試み …………… 吉見俊哉

01-013

特別記事：リファイン建築

ある共産国……………………………………………………………… 桐敷真次郎

01-015

11-114

鼓動するランドマーク建築……………………………………………… 菊竹清訓

02-015

御修復工事 ……

横浜市庁舎と開港 150 周年 …………………………………………… 浜野四郎

02-017

…………………………………………………………………… 降井繁蔵＋二宮彰 11-184

停止する思考 さよなら，「かわいい」
………………………………… 祖父江慎

02-019

特別記事：モノではなくコトのデザイン──東京デザイナーズウィーク 2009，デザインタイドトー

シドニーから北京へⅡ──オペラハウスと鳥の巣，それぞれの建築家…… 斎藤公男

03-011

レポート：モノではなくコトへ ……… 有山宙 12-185

壁と対話Ⅳ：橋と扉──結合と切断のダイナミズム …………………… 吉見俊哉

03-013

特別記事：ARCHITECT

TOKYO 2009 ── 6 つのギャラリーによる 6 つの建築展
ケーススタディ 2009 ……………………… 青木茂 11-106

特別記事：リノベーション・アーカイブ 1990-2009 ………………… 佐藤考一
特別記事：世界最大級の木造建築を次世代へ

キョー 2009 に見るデザインの今

真宗本廟（東本願寺）御影堂

WTC ビルの崩壊 ……………………………………………………… 桐敷真次郎 03-015
田園都市のネットワーク………………………………………………… 菊竹清訓

04-029

■連載
何が変わった ? 建築士法

みなとみらい 21 の都市づくり ………………………………………… 浜野四郎

04-031

紙一重のエコロジー……………………………………………………… 和田隆文

05-011

第1回

建築士（意匠設計者）と管理建築士 ………………………… 山本想太郎 01-021

シドニーから北京へⅢ──建築の未来のために目指すべきところ ……… 斎藤公男

05-013

第2回

構造設計一級建築士と設備設計一級建築士 ……………… 山本想太郎 02-026

お婆さんのベンチ……………………………………………………… 桐敷真次郎

05-015

第3回

これから建築家を目指す方へ ……………………………… 山本想太郎 03-023

ミースというポテンシャル……………………………………………… 菊竹清訓

06-011

第 4 回（最終回） 建築士試験・考査の内容と対策 ………………… 山本想太郎 04-036

地方分権と市民力………………………………………………………… 浜野四郎

06-013

軽い，ということ…………………………………………………………… 伊藤弘

06-015

紙一重のエコロジー 生体建築………………………………………… 和田隆文

07-011

バブル時代の東京建築………………………………………………… 桐敷真次郎

07-013

第 3 回 地方都市ナントの時間をかけた取り組み ………… 赤堀忍＋鳥海基樹 01-182

横浜発コンパクトシティ………………………………………………… 浜野四郎

08-011

第 4 回 デファンスからオフェンスへ ……………………… 赤堀忍＋鳥海基樹 02-201

古い，ということ…………………………………………………………… 伊藤弘

08-013

第 5 回 ボルドー 公共空間の植栽と光による演出 ……… 赤堀忍＋鳥海基樹 03-215

競馬狂…………………………………………………………………… 桐敷真次郎 09-011

第 6 回（最終回） ブリコラージュ・シティをめざすリヨン … 赤堀忍＋鳥海基樹 04-195

白い，ということ…………………………………………………………… 伊藤弘

Projets Urbains Français ──フランスの現代都市デザインを巡る

10-019

レッセフェール………………………………………………………… 桐敷真次郎 11-011
現代において集合住宅をつくる意味……………………………………… 仙田満

11-013

ー空間と照明のデザインー
第 1 回 建築と都市を繋ぐ照明 …… 亀井忠夫×中村拓志・三浦丈典・吉村靖孝 11-030

安い，ということ…………………………………………………………… 伊藤弘

12-019

請負か準委任か ?

12-021

環境デザインの実践

COLUMN

建築照明探検隊

第 1 回 太陽光発電 …………………………………………………………………… 04-048

建築設計契約の法的性質をめぐって ……………… 林陽子

建築界のグローバル化とアイランド日本──アジア建築界の現在と日本に求められていること
………………………………………………………………………… 国広ジョージ

01-023

都市開発の進むベトナムが向かうところ──日本・ベトナム建築系学生共同ワークショップ・講

空間表現のディテール

「抽象」と「線」──神奈川工科大学 KAIT 工房 ………………………………………………
…………………………………………… 山本想太郎×石黒由紀×高橋堅×山代悟 01-214

演会を通して

……………………………………………………………… 古市徹雄

01-026

建築家が地域でできること── JIA 文京地域会『文京グリーンマップ』出版を通して ……………
………………………………………………………………………………… 栗生明

02-027

「土嚢建築」による未来への展開──東アフリカ・エコビレッジプロジェクト …………………
……………………………………………………………………………… 渡辺菊眞

地域に関わる建築家像
第1回

13 年目の小白倉ワークショップ ……………………………… 江頭慎 06-138

02-028

建築家の「手の内側」LIVE ROUNDABOUT JOURNAL 2009 レポート ………………
………………………………………………………………………………… 濱野智史 03-034
「かわいい」と「私」──「カワイイパラダイム 2」レポート ……………… 中山英之
世界最大の水回り見本市「ISH」レポート

04-037

2009 年 TOTO がヨーロッパで本格デビュー

建築の際

東京大学大学院情報学環・情報学府主催 建築系連続トークイベント
第 1 回 「都市の際」…………………… 安藤忠雄×東京大学大学院生×吉見俊哉 01-032

………………………………………………………………………………… 編集部

第 2 回 「アジアの際」………………………………… 隈研吾×藤森照信×姜尚中 02-036

音楽ホール……………………………………………………………………… 坂茂

第 3 回 「形式の際」…………………………………… 青木淳×菊地成孔×岡田猛 04-044

アーキテクトのグローバル化をめぐる諸問題 建築教育国際会議（IAES）レポート ………

第 4 回 「振舞の際」……………………………… 山本理顕×野田秀樹×山内祐平 05-022

………………………………………………………………………………… 松田達
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